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秋田　鉄也 ｱｷﾀ ﾃﾂﾔ 生態・環境
オミクス時代の進化動態理論構
築

総合研究大学院
大学

先導科学・准教授・印
单　秀樹

新木　和孝 ｱﾗｷ ｶｽﾞﾀｶ 細胞生物学
小胞体レドックスネットワークを中
心とする小胞体品質管理機構の
解析

独立行政法人産
業技術総合研究
所

研究チーム長・夏目
徹

石川　理子 ｲｼｶﾜ ｱﾔｺ 神経科学一般
視覚弁別課題を用いた、大脳皮
質における学習成立の神経回路
メカニズムの解析

自然科学研究機
構

生理学研究所・教授・
吉村　由美子

伊藤　祐子 ｲﾄｳ ﾕｳｺ 生物物理学
分子動力学計算を用いて解明す
るF1-ATPase回転のしくみ

横浜市立大学
生命ナノシステム科
学・准教授・池口　満
徳

岡野　淳一 ｵｶﾉ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 生態・環境
生態系エンジニアの可塑性・変異
が及ぼす群集への影響：トビケラ
の営巣行動による検証

京都大学
生態学研究センター・
准教授・奥田　昇

岡本　暁 ｵｶﾓﾄ ｻﾄﾙ
植物分子生物・
生理学

高等植物における分泋型ペプチ
ドの器官間・細胞間移行の解析

自然科学研究機
構

基礎生物学研究所・
教授・松林　嘉克

小山　佳 ｵﾔﾏ ｹｲ
神経・筋肉生理
学

新規な卖一ニューロンの活動記
録・染色法を用いた大脳基底核
機能の解明

東北大学
医学（系）・教授・虫明
元

加藤　将 ｶﾄｳ ｼﾖｳ 進化生物学
異なる環境に生育するシャジクモ
の生態的分化をもたらすオルガ
ネラゲノム遺伝子の解明

神戸大学
理学（系）・講師・坂山
英俊

上村　淳 ｶﾐﾑﾗ ｱﾂｼ 生物物理学
多種反応系の見せる多階層的挙
動の理論的研究

東京大学
総合文化・教授・金子
邦彦

河合　喬文 ｶﾜｲ ﾀｶﾌﾐ 動物生理・行動
膜電位と細胞内シグナル伝達系
を繋ぐ新規協調機構の解明

大阪大学
医学（系）・教授・岡村
康司

日下　宗一郎 ｸｻｶ ｿｳｲﾁﾛｳ 自然人類学
安定同位体分析を用いた縄文時
代人の食性と社会組織の解明

人間文化研究機
構

総合地球環境学研究
所・教授・中野　孝教

栗崎　以久男 ｸﾘｻｷ ｲｸｵ 生物物理学
計算機シミュレーションによるアロ
ステリック相互作用の分子内伝達
メカニズムの解明

名古屋大学
情報科学・教授・長岡
正隆

郷　達明 ｺﾞｳ ﾀﾂｱｷ
植物分子生物・
生理学

植物の側根形成開始における細
胞極性および非対称分裂の制御
機構の解析

神戸大学
理学（系）・准教授・深
城　英弘

幸節　健 ｺｳｾﾂ ｹﾝ
植物分子生物・
生理学

植物細胞における分裂面決定の
分子機構の解明

名古屋大学
理学（系）・教授・五島
剛太
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後藤　龍太郎 ｺﾞﾄｳ ﾘﾕｳﾀﾛｳ 生態・環境
共生性二枚貝における寄主転換
による多様化と寄主特異性の成
立メカニズムの解明

東京大学
大気海洋研究所・教
授・小島　茂明

紺野　在 ｺﾝﾉ ｱﾙ 動物生理・行動
繊毛・鞭毛の機能的多様性と
チューブリンポリグルタミル化の
関連性に関する研究

浜松医科大学
医学（系）・教授・瀬藤
光利

斎藤　和紀 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 分子生物学
真核生物の変異rRNA 80Sリボ
ソーム精製技術の開発と遺伝暗
号解読機構の解析

東京大学
新領域創成科学・教
授・上田　卓也

佐久間　哲史 ｻｸﾏ ﾃﾂｼ
応用ゲノム科
学

TALEヌクレアーゼを用いた遺伝
子ノックイン／ノックアウト技術の
確立と応用

広島大学
理学（系）・教授・山本
卓

佐々木　真理
子

ｻｻｷ ﾏﾘｺ 分子生物学
出芽酵母におけるリボソームRNA
遺伝子のコピー数維持機構の解
明

情報・システム
研究機構

国立遺伝学研究所・
教授・小林　武彦

佐藤　綾 ｻﾄｳ ｱﾔ
遺伝・ゲノム動
態

線虫の減数分裂前期において染
色体の動的なふるまいを制御す
る分子機構

京都大学
物質－細胞統合シス
テム拠点・特定助教・
Carlton　Peter

佐藤　成祥 ｻﾄｳ ﾉﾘﾖｼ 生態・環境
捕食リスクが誘導する交尾後配
偶者選択の進化

長崎大学
水産・環境科学総合・
准教授・竹垣　毅

白川　一 ｼﾗｶﾜ ﾏｺﾄ
植物分子生物・
生理学

孔辺細胞の起源から探る細胞系
譜の進化機構

京都大学
生命科学・教授・河内
孝之

杉本　貢一 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｲﾁ 生態・環境
植物の「立ち聞き」における匂い
受容と間接防衛活性化の分子機
構

京都大学
生態学研究センター・
教授・高林　純示

鈴木　紀之 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾕｷ 生態・環境
繁殖形質の多様性と熱帯におけ
る多種共存メカニズム

東北大学
生命科学・准教授・千
葉　聡

澄田　智美 ｽﾐﾀﾞ ﾄﾓﾐ 機能生物化学
新奇スフィンゴ糖脂質分解酵素群
を利用した糖脂質代謝機構の解
明及び創薬への応用

独立行政法人理
化学研究所

領域長・横山　茂之

高木　穏香 ﾀｶｷﾞ ｼｽﾞｶ 構造生物化学
膜内配列切断酵素SPPの基質認
識メカニズム解明に向けた構造
機能解析

大阪大学
たんぱく質研究所・教
授・高木　淳一

髙須賀　圭三 ﾀｶｽｶ ｹｲｿﾞｳ
生物多様性・分
類

寄主特異的な産卵行動多型が引
き金となるクモヒメバチ類の同所
的種分化機構の解明

神戸大学
農学（系）・教授・前藤
薫

高田　未来美 ﾀｶﾀﾞ ﾐｸﾐ
生物多様性・分
類

染色体の安定維持機構解明に挑
む：親子・兄弟姉妹間で染色体数
の異なるフナをモデルに

東京大学
大気海洋研究所・准
教授・井上　広滋
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田中　泰章 ﾀﾅｶ ﾔｽｱｷ 生態・環境
サンゴ礁石灰化生物の生理生態
に対する複合的環境変動の影響
評価

琉球大学
熱帯生物圏研究セン
ター・教授・酒井　一
彦

茶谷　悠平 ﾁﾔﾀﾞﾆ ﾕｳﾍｲ 分子生物学
停滞がもたらすリボソーム新機能
の解明

京都産業大学
総合生命科学・教授・
伊藤　維昭

包　明久 ﾂﾂﾐ ｱｷﾋｻ 構造生物化学
Dicerによる小分子RNA産生の構
造的基盤

東京大学
理学（系）・教授・濡木
理

中込　滋樹 ﾅｶｺﾞﾒ ｼｹﾞｷ 応用人類学
多因子疾患が存在する理由の人
類進化学的考察：環境適応と拡
散に伴う疾患アレルの蓄積

情報・システム
研究機構

統計数理研究所・准
教授・間野　修平

中益　朗子 ﾅｶﾏｽ ｱｷｺ 発生生物学
ニューベキアの複葉におけるフラ
クタル構造のモデリング

明治大学
先端数理科学・特任
講師・末松　信彦

中山　慧 ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｼ 生態・環境
動物のパーソナリティに関する進
化生態学的研究-生態から分子
に至るまで

九州大学
理学（系）・准教授・粕
谷　英一

萩原　誠智 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾄｼ 細胞生物学
小胞体品質管理に関わるジスル
フィド結合還元カスケードおよび
ERAD経路の解明

九州大学
生体防御医学研究
所・准教授・稲葉　謙
次

長谷川　優子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｺ 分子生物学
長鎖non-coding RNAを介した遺
伝子発現制御を支える分子機構
の解析

独立行政法人理
化学研究所

准主任研究員・中川
真一

春本　敏之 ﾊﾙﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 発生生物学
昆虫共生細菌による宿主性比操
作メカニズムの解明

独立行政法人産
業技術総合研究
所

グループ長・深津　武
馬

檜作　洋平 ﾋﾂﾞｸﾘ ﾖｳﾍｲ 細胞生物学
膜を超えた情報伝達：細胞表層ス
トレス応答システムに対する新視
点からのアプローチ

京都大学
ウイルス研究所・教
授・秋山　芳展

日室　千尋 ﾋﾑﾛ ﾁﾋﾛ 生態・環境
繁殖を巡る雌雄間の対立（性的
対立）によって繁殖形質に生じる
進化的軍拡競走の検証

岡山大学
環境学・教授・宮竹
貴久

平島　剛志 ﾋﾗｼﾏ ﾂﾖｼ 生物物理学
分岐器官の形態形成過程におけ
る細胞運動の測定と数理モデリン
グ

京都大学
医学（系）・准教授・三
浦　岳

平山　尚志郎
ﾋﾗﾔﾏ ｼﾖｳｼﾛ
ｳ

細胞生物学
UBIN-POST系によるポリユビキ
チン化構造異常タンパク質の核
外排出メカニズム

京都産業大学
総合生命科学・教授・
吉田　賢右

蛭田　千鶴江 ﾋﾙﾀ ﾁﾂﾞｴ 進化生物学
ミジンコの生殖機構からみた有性
生殖と卖為生殖の進化

自然科学研究機
構

岡崎共通研究施設・
教授・井口　泰泉
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渕側　太郎 ﾌﾁｶﾜ ﾀﾛｳ 生態・環境
社会性昆虫シロアリの概日行動
リズムに関する行動解析および
時計遺伝子の役割の解明

京都大学
農学（系）・教授・松浦
健二

松浦　絵里子 ﾏﾂｳﾗ ｴﾘｺ 分子生物学
新規非コードRNAによるRNA干渉
制御メカニズムの解明

東京大学
分子細胞生物学研究
所・准教授・泊　幸秀

峯岸　諒 ﾐﾈｷﾞｼ ﾘﾖｳ 動物生理・行動
脳‐機械融合システムによる環境
適応行動中の昆虫脳の制御機構
の解明

東京工業大学
理工学・准教授・倉林
大輔

安岡　有理 ﾔｽｵｶ ﾕｳﾘ 進化生物学
原口から脊索を生み出した進化
過程のChIP-seq法を用いた解析

沖縄科学技術大
学院大学

教授・佐藤　矩行

安田　貴雄 ﾔｽﾀﾞ ﾀｶｵ 細胞生物学
Slp2-aが制御する上皮細胞の繊
毛への新規極性輸送機構と細胞
間相互作用への影響

東北大学
生命科学・教授・福田
光則

矢原　耕史 ﾔﾊﾗ ｺｳｼﾞ 進化生物学
種内多数全ゲノム解析によるピロ
リ菌日本株のヒト胃への適応進
化機構の解明

東京大学
新領域創成科学・教
授・小林　一三

山下　隼人 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾔﾄ 生物物理学
高速AFMによる膜輸送タンパク質
一分子の動的構造解析

慶應義塾大学
医学（系）・准教授・相
馬　義郎

横山　健 ﾖｺﾔﾏ ﾀｹｼ 形態・構造
ショウジョウバエにおける体性感
覚野の探索と異種感覚野との統
合様式の解明

東京大学
分子細胞生物学研究
所・准教授・伊藤　啓

吉田　真明 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｱｷ 進化生物学
頭足類卖眼胚が浮き彫りにする
眼の発生メカニズムの共通性と
多様性

情報・システム
研究機構

国立遺伝学研究所・
教授・五條堀　孝

渡邉　定則 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾀﾞﾉﾘ 細胞生物学
哺乳類減数分裂をささえる細胞
骨格ダイナミクス制御機構

名古屋大学
理学（系）・教授・五島
剛太

渡邊　大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲ 生態・環境
シロアリのカースト分化調節機構
の解明：兵隊分化をモデルとした
ソシオゲノミクス

北海道大学
地球環境科学・准教
授・三浦　徹

渡邊　崇之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 動物生理・行動
昆虫脳において闘争による順位
形成を調節する生体アミン系の解
析

北海道大学
電子科学研究所・准
教授・青沼　仁志


